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1. 平成30年6月期第2四半期の連結業績（平成29年7月1日～平成29年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年6月期第2四半期 8,075 33.7 1,098 64.3 1,141 61.5 724 51.3

29年6月期第2四半期 6,037 △6.7 668 △33.5 706 △31.5 479 △24.9

（注）包括利益 30年6月期第2四半期　　759百万円 （56.7％） 29年6月期第2四半期　　484百万円 （△28.8％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

30年6月期第2四半期 127.34 ―

29年6月期第2四半期 84.17 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

30年6月期第2四半期 11,545 9,006 75.2 1,525.49

29年6月期 10,597 8,333 75.9 1,413.05

（参考）自己資本 30年6月期第2四半期 8,682百万円 29年6月期 8,042百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

29年6月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

30年6月期 ― 0.00

30年6月期（予想） ― 12.00 12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 6月期の連結業績予想（平成29年 7月 1日～平成30年 6月30日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,064 9.5 1,599 13.3 1,662 12.8 1,040 5.1 182.83

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注)詳細は、【添付資料】10ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年6月期2Q 6,000,000 株 29年6月期 6,000,000 株

② 期末自己株式数 30年6月期2Q 308,260 株 29年6月期 308,260 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年6月期2Q 5,691,740 株 29年6月期2Q 5,691,740 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項については、四半期決算短
信(添付資料)3ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府及び日銀の各種政策の効果もあって企業収益や雇用環境の

改善が続き、これにより企業の設備投資及び個人消費も堅調に伸びたことから緩やかな回復基調で推移しました。し

かしながら、中国を始めとする新興国経済の不確実性や米国の経済政策の動向等に引き続き留意する必要があり、景

気の先行きは依然不透明な状況が続いております。

建設業界におきましては、民間建設投資・公共投資とも堅調に推移する一方、逼迫した労働市場を原因とした人件

費の上昇や建設資材をはじめとする材料費の上昇による建設コストの増大が原因で企業間の受注・価格競争が激化す

るなど、依然として予断を許さない厳しい状況にあります。

このような状況下で当社グループは、切断・穿孔工事事業、ビルメンテナンス事業、リユース・リサイクル事業の

全ての事業において組織的かつ積極的な営業活動を展開した結果、特に切断・穿孔工事事業とリユース・リサイクル

事業において売上が順調に増加したため、当四半期連結累計期間の当社グループ全体の売上高は8,075百万円（前年同

期比33.7％増）となり、営業利益は1,098百万円（前年同期比64.3％増）、経常利益は1,141百万円（前年同期比61.5

％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は724百万円（前年同期比51.3％増）となりました。

なお、当社グループの事業は公共事業関連工事が多いため、年間を通じて売上高は第２四半期（10月～12月）・第

３四半期（１月～３月）に集中する傾向にあり、それに比して第１四半期（７月～９月）・第４四半期（４月～６

月）の売上高は減少する傾向にあります。今後、このような業績の変動を平準化していく方針でありますが、当面、

業績が第２四半期、第３四半期に偏る傾向が続くものと思われます。

　

セグメント別の状況は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

　（切断・穿孔工事事業）

民間の建設投資が堅調に推移している中で、特に高速道路の補修工事及び首都圏の再開発に関連した解体工事の

受注が順調であったため、完成工事高は6,927百万円（前年同期比31.2％増）となりました。また完成工事高の増加

にともない、セグメント利益は1,374百万円（前年同期比41.5%増）となりました。

　（ビルメンテナンス事業）

ビルメンテナンス事業につきましては、首都圏を中心に高層マンションの新規案件獲得及び顧客開拓に努めてま

いりました結果、完成工事高は145百万円（前年同期比4.1％増）となりました。また、完成工事高の増加にともな

い、セグメント利益は６百万円（前年同期は０百万円のセグメント損失）となりました。

　（リユース・リサイクル事業）

リユース・リサイクル事業につきましては、引き続き中古スマートフォン及びタブレットの販売に係る新規の顧

客開拓に努めてまいりました。その結果、商品売上高は1,001百万円（前年同期比61.4%増）となりました。また売

上の増加にともない、セグメント利益は54百万円（前年同期は15百万円のセグメント損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①財政状態の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金が増加したこと等により、前連結会計年

度末に比べ948百万円増加し、11,545百万円となりました。

負債につきましては、未払法人税等が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ275百万円増加し、2,539

百万円となりました。

また、純資産は前連結会計年度末に比べ672百万円増加し、9,006百万円となりました。この結果、当第２四半期

連結会計期間末の自己資本比率は75.2％となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当第２

四半期連結累計期間において、営業活動で788百万円の増加、投資活動で266百万円の減少、財務活動で108百万円

の減少となった結果、4,248百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は788百万円（前年同期は534百万円の増加）となりまし

た。主な要因としては、売上債権の増加が458百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が1,133百万円あっ

たこと等によります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の投資活動による資金の減少は266百万円（前年同期は314百万円の減少）となりまし

た。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出が237百万円あったこと等によります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金の減少は108百万円（前年同期は90百万円の減少）となりまし

た。主な要因としては、長期借入金の返済による支出が19百万円、配当金の支払額が86百万円あったこと等により

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年２月８日に発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更はありません。

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,834,708 4,248,477

受取手形・完成工事未収入金 2,355,778 2,826,251

売掛金 154,797 149,707

未成工事支出金 179,615 261,563

商品 62,381 46,743

材料貯蔵品 90,583 104,891

繰延税金資産 48,690 48,690

その他 150,364 61,563

貸倒引当金 △14,247 △16,165

流動資産合計 6,862,672 7,731,725

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,052,723 1,059,776

減価償却累計額 △302,025 △322,320

建物及び構築物（純額） 750,698 737,456

機械装置及び運搬具 2,702,060 2,889,101

減価償却累計額 △2,106,180 △2,218,956

機械装置及び運搬具（純額） 595,880 670,144

工具、器具及び備品 90,878 93,429

減価償却累計額 △64,091 △68,785

工具、器具及び備品（純額） 26,786 24,643

土地 1,606,019 1,606,019

リース資産 26,543 26,543

減価償却累計額 △9,267 △11,671

リース資産（純額） 17,276 14,871

建設仮勘定 17,369 361

有形固定資産合計 3,014,029 3,053,497

無形固定資産

のれん 36,850 27,637

その他 24,862 47,470

無形固定資産合計 61,712 75,107

投資その他の資産

投資有価証券 222,503 248,733

繰延税金資産 152,197 152,197

その他 291,324 285,363

貸倒引当金 △7,357 △989

投資その他の資産合計 658,667 685,304

固定資産合計 3,734,409 3,813,909

資産合計 10,597,082 11,545,635
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

工事未払金 613,837 611,709

買掛金 153,446 181,612

1年内返済予定の長期借入金 39,408 31,040

リース債務 4,704 7,866

未払法人税等 188,952 400,767

賞与引当金 39,886 41,336

その他 580,713 629,740

流動負債合計 1,620,947 1,904,072

固定負債

長期借入金 39,811 28,475

リース債務 13,581 8,136

役員退職慰労引当金 216,909 231,501

退職給付に係る負債 367,459 366,993

資産除去債務 4,913 ―

固定負債合計 642,676 635,106

負債合計 2,263,623 2,539,179

純資産の部

株主資本

資本金 470,300 470,300

資本剰余金 462,044 462,044

利益剰余金 7,256,749 7,895,453

自己株式 △122,205 △122,205

株主資本合計 8,066,888 8,705,592

その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額 △24,159 △22,887

その他の包括利益累計額合計 △24,159 △22,887

非支配株主持分 290,730 323,751

純資産合計 8,333,458 9,006,456

負債純資産合計 10,597,082 11,545,635
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成28年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高

完成工事高 5,420,898 7,073,449

商品売上高 616,931 1,001,748

売上高合計 6,037,830 8,075,197

売上原価

完成工事原価 3,628,705 4,834,190

商品売上原価 489,360 823,423

売上原価合計 4,118,065 5,657,613

売上総利益

完成工事総利益 1,792,192 2,239,258

商品売上総利益 127,571 178,325

売上総利益合計 1,919,764 2,417,583

販売費及び一般管理費 1,251,078 1,318,795

営業利益 668,685 1,098,788

営業外収益

受取利息 90 62

受取配当金 4 5

受取保険金 6,352 5,113

受取家賃 10,213 9,761

持分法による投資利益 12,554 21,029

雑収入 17,110 14,838

営業外収益合計 46,324 50,811

営業外費用

支払利息 986 944

売上債権売却損 124 187

不動産賃貸原価 5,701 5,416

雑損失 1,526 1,546

営業外費用合計 8,337 8,095

経常利益 706,671 1,141,503

特別利益

固定資産売却益 17,041 1,473

特別利益合計 17,041 1,473

特別損失

固定資産売却損 134 ―

固定資産除却損 2,576 9,455

特別損失合計 2,710 9,455

税金等調整前四半期純利益 721,002 1,133,521

法人税等合計 237,015 375,111

四半期純利益 483,986 758,409

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,928 33,609

親会社株主に帰属する四半期純利益 479,058 724,800

決算短信（宝印刷） 2018年02月13日 11時10分 8ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



第一カッター興業株式会社(1716) 平成30年６月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成28年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 483,986 758,409

その他の包括利益

退職給付に係る調整額 682 1,272

その他の包括利益合計 682 1,272

四半期包括利益 484,669 759,681

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 479,741 726,072

非支配株主に係る四半期包括利益 4,928 33,609
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成28年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 721,002 1,133,521

減価償却費 163,989 179,747

長期前払費用償却額 235 360

のれん償却額 9,212 9,212

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,067 △4,450

受取利息及び受取配当金 △94 △67

支払利息 986 944

持分法による投資損益（△は益） △12,554 △21,029

固定資産売却損益（△は益） △16,906 △1,473

固定資産除却損 2,576 9,455

受取保険金 △6,352 △5,113

賞与引当金の増減額（△は減少） ― 1,450

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,805 14,592

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,528 1,366

未払費用の増減額（△は減少） △20,540 △856

未払金の増減額（△は減少） 14,175 1,719

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,555 67,876

売上債権の増減額（△は増加） 71,862 △458,583

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,168 △80,618

仕入債務の増減額（△は減少） △4,848 26,037

その他 37,499 51,622

小計 894,921 925,714

利息及び配当金の受取額 3,934 4,867

利息の支払額 △984 △940

保険金の受取額 6,352 5,113

法人税等の支払額 △369,344 △161,315

法人税等の還付額 ― 14,999

営業活動によるキャッシュ・フロー 534,879 788,440
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成28年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出 △3,000 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △364,066 △237,038

有形固定資産の売却による収入 60,400 1,986

無形固定資産の取得による支出 △5,496 △32,490

関連会社株式の取得による支出 ― △10,000

貸付金の回収による収入 2,862 2,185

保険積立金の積立による支出 △13,279 △12,457

保険積立金の払戻による収入 970 2,379

保険積立金の解約による収入 15,091 ―

敷金及び保証金の差入による支出 △20,276 △1,135

敷金及び保証金の回収による収入 1,679 13,651

その他 10,213 9,861

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,901 △266,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △1,166 △2,283

長期借入金の返済による支出 △19,704 △19,704

配当金の支払額 △69,026 △86,039

非支配株主への配当金の支払額 △980 △588

財務活動によるキャッシュ・フロー △90,876 △108,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 129,101 413,769

現金及び現金同等物の期首残高 3,628,931 3,834,708

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,758,033 4,248,477

決算短信（宝印刷） 2018年02月13日 11時10分 11ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



第一カッター興業株式会社(1716) 平成30年６月期 第２四半期決算短信

― 10 ―

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項は有りません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項は有りません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用し

ております。
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